
本人が本人のために
本人で行動することを引き出す
そのために周りができること

原井宏明
なごやメンタルクリニック

強迫性障害の治療と家族：
行動療法への動機づけ

この講演
本人と家族が

1) 強迫性障害を認識する 2) 希望を持てるようになる

3) 適切な治療と対処を選べるようになる

知識

行動療法の実例

なごやメンタルクリニックでのOCD治療と成績

治療の選び方と対処の仕方
本人が自分で自分の行動を選ぶ

家族が本人の選択を促すようにする

治療の実例
16歳女児 不潔恐怖

治療によってどう変わるか

１６歳女児
父(自営業)，母，３人姉妹の長女

小5：不登校 本に素手で触れない ちょっと潔癖？

大学病院小児科受診：薬，カウンセリング，プレイ

中３の２学期
妹が持ち込む汚れに耐えられない → 本人専用の部屋
家で作った食事は食べられない → パック詰めの弁当

トイレに行けない → 紙おむつに排泄

汚れに耐えられない → 通院時は帽子とマスクで防御
→ 排泄時はウェットティッシュ ３万円/月

受診
父親

このままでは，治らない。アスペルガーと言われたが，まず
不潔恐怖とウェットティッシュを治して欲しい。大学病院で
は薬とカウンセリングを何年も続けて，なにも得られない。

インターネットで強迫性障害を検索

治療前と後
３月２６日

両親と受診

帽子とマスク姿，小鳥つき
良くしゃべる

汚れることが怖い。モジャモジ
ャ，もやもやと心がすることがい
やーな感じ。
うちのお父さんは変態。私はさ
びしがりや。大好きなピィちゃ
んが死んじゃった，先生も泣い
てあげて。
Y-BOCS ３３点

６月１４日
Y-BOCS １１点

８月 音楽教室通学
１０月 単位制高校入学

翌年４月
友だちつきあいの悩み
学校で動物とのふれあいの時
間が楽しい



治療 １回目
本人へ
やることを決めよう

自分の本当の敵は？
敵は自分の中にいる

本当にやりたいことは？
カリフォルニアに住み，
グリーンデイを追っかけたい

これからやるべきことは？
不潔対象のランキング作り
ウェットティッシュ減らし
セルフモニタリング

親へ
成長に必要なこと

安全を確保し，危険を避け，
自分を保護する

未知の経験や危険を経験し，
自分を賢くさせる

この二つを本人が自らする
親は上の二つをしない

本人ができたことを認める
本人ができたことを親以外の
人が認める環境作り

２回目
不潔対象ハエラキー
1. 抜け落ちた髪の毛 100
2. 年寄り 100
3. 父 100
4. 他人の大便や尿 100
5. 母 80
6. 体液（つば，汗） 80
7. 自分の大便や尿 30
8. 動物の糞 10
9. 赤ちゃんの便 10
10. 線香の臭い 5

母親の報告
自分の縄張りに妹が入るのを
許すようになった

自宅の中ではマスクをしなくな
った

おむつにした大便を自分でトイ
レに捨てた

ウェットティッシュの量が7割に
なった

同年の友達の家に妹と遊びに
行った

３～６回目
強迫性障害グループ療法

強迫性障害とは何か
他人の強迫の話から，自分のことを学ぶ
行動療法を実際に行った先輩患者の体験談

外来集中集団による３日間ERPプログラム 4月末
３日間水抜き 儀式なし 積極的に“嫌”を経験する
価値観並べ替えエクササイズ

本人の選択：自立 こころの広さ 世界平和 友人

以降は維持療法
フルボキサミン150mg

治療成績
18歳以下の患者：４８名

治療前 25.5

治療後 10.8

寛解
60%

部分寛解
23%

不変
17%

改善率35%以上
Y-BOCS15点未満
進学や就職

改善率25%以上

なごやでも
 強迫性障害(類縁疾患も含む)：38名

 カウンセリングを受けた患者：23名 重症度 25.8

 治療成績
 集中的行動療法プログラム(ERP)を受けた患者：7名

(進行中を含む) 治療前 28.3 → 14.0

 症例
1. 12歳女児 学校，制服，自宅エクスポージャー 29→7

2. 49歳男性 地下街，トイレ 31→3 3月から復職

3. 28歳男性 文章の読み直し癖 学生時代のホラ話が
広まるのではないかと考え，周りに確認する

１２歳，４９歳のお二人
学校の同級生が，唾をぺっぺ
していた。汚い，嫌だ

机や勉強道具，手についた
私の大事なお気に入りのバッ
グと漫画，ベッドについたら嫌
だ

綺麗なところを触る前に手を洗
えば楽だ

そのうち
勉強道具や制服を家の中で隔
離すれば楽だ

職場にタバコをポイ捨てし，床
で踏み消す，顧客や同僚

汚い，嫌だ
鞄や背広についた

マイホームについたら嫌だ
帰る前に洗えば楽だ

そのうち
洗いすぎ

職場に行かなければ楽だ



困っていること
洗いすぎだと自分でも思う

手が痛い
時間がかかって面倒 風呂2時間 シャンプー3本 ボディソープ1.5本

洗うのが良い理由？
風呂に2時間かかっても，入らないと気持ちが悪い
大事なものを自分で汚してしまうのが嫌だ
風呂に入っていない体で，ベッドに入ると，ベッドが汚れる
学校・仕事に行くと汚れる 学校・仕事に行かない日は，汚れない

他にしていること？
“きれい”と“汚い”を分ける決まりを作っている。破れない。
家で読みたいと思うマンガも持って帰れない “汚い”から
職場から送ってきた書類も受け取れない “汚い”から
服を決めている 汚す外出用 汚さない室内用

どうしたい？
今のままが良い
汚いのは，汚い，嫌なものは嫌

洗うのは良いこと
洗ったら，気持ちがすっきりす
る

汚いときは洗うのが普通

勉強や今の仕事は本当にした
いことじゃない

今を変えたい
友達と遊びたい，ディズニーラ
ンドに行きたい

休職が続くと子どもの進学費用
が賄えない

子どもに示しがつかない

妻が行動療法しろという

どちらを選ぶ？

中間はありません

病気の説明
頭の中に，嫌なものは嫌だというワガママ・自己中なボスが住んでいる

理屈とか，痛いとか，無駄とか，親の言うことは関係ない，汚いは汚い
ボスは命令をする「俺の言うとおりにしろ，俺が納得するまで，洗え」
私が命令通りにしたら，大人しくなって黙る
汚いものを触ったり，考えたら＝きっかけ，ボスが出てくる
ボスは寝ているときと風呂から上がったときだけ黙っている

ボスを黙らせるために自分がしていること
ボスが出てきたらすぐ洗う 朝から4回 風呂2時間
学校から帰ってきたら，顔と足を洗う 20分

治療するとは
ボスに逆らうこと ボスが泣いても喚いても，洗わずにいること
「ホラ，ボス，私は，お前の嫌がることをしてやった，それで何か？」

治すために必要なこと
勇気と夢 友達と遊びたい 漫画家になりたい
修学旅行 勉強して志望校へ

今まではボスの
言うとおりに従っ

ていた

これからすること
 日記をつける

 ボスの強さを自分でつけよう

 手洗いの時間と回数をつけよう
 汚いと思うもののリストをつくろう
 汚したくないもののリストをつくろう

 治療の仕方を選ぶ
1. 厳しいけれど，行動療法だけでする

2. 薬で楽になってから，行動療法をする
3. 薬で楽になるだけで良い，行動療法はもっと余裕ができてから

汚れる場所 １２歳
1. 学校 教室

1 黒板 2 自分の机と椅子 3 床 4 ロッカー ドア 窓
5 不良でタバコ吸っている茶髪の男子 ケバイ女子

2. 制服を着ている人が大勢集まっている所
3. 学校 女子トイレ，男子トイレ
4. 学校の教科書・ノート・プリント (家では隔離している)
5. 学校の道具をおく自分の部屋の机，学校の鞄，制服
6. 学校の理科室
7. 塾の教科書
8. なごやメンタルクリニック



治療スケジュール
12歳
薬物なし，行動療法のみ

① 診察・評価・初期治療
② 教育グループ

③～④ 3日間ERP
自宅・学校訪問プログラム

⑤ 教育グループ
⑥ 診察・終結，今後のブースタ
ーセッションの計画

49歳
薬物を整理し継続＋行動療法

① 診察・評価・初期治療
② 教育グループ

③～⑤ 3日間ERP
⑥ 教育グループ

⑦～ 薬物維持療法

治療の原則
問題を具体的な行動にする

本人が何をすれば良いのか，悪いのか，すぐ分かるように

選択肢を用意し，本人が選ぶようにする
「○○しかない」「○○でなければならない」「ねばならない」
行動療法は“させられ”ではできない

問題の頻度・回数・強さを記録する
薬剤

対処療法は楽になる方法であって，治す方法ではない
メリットとデメリットを天秤にかける

種類を絞る 強迫性障害の薬は何年も服薬することが必要
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集中外来ＥＲＰ
診断面接，治療計画，セルフモニタリング
集団集中外来プログラム（通称 ３日間プログラム）
自宅での訓練 電話やメールでサポート
一種のワークショップ

① ② ③ ④～
水抜き・確認なし

ターゲットを決め，最も
嫌な気持ちにエクスポ
ージャーする

儀式なしのまま，次々
に課題にエクスポージ
ャーを繰り返す

自宅の聖域を汚す

最悪のシナリオ練習

課題の遂行状況や昨日
の感想を聞き，まとめる

外出し，様々な状況，
予測のつかない状況で
のエクスポージャー

積極的に嫌なこと，した
くないこと，ヤバイことを
探す

洗浄強迫：
入浴訓練

人生の課
題：価値観
並べ替え

二日間の復
習

電話フォロ
ーアップ
ホームメー
ド
行動療法
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羽繕い・毛づくろい
巣つくり 子育て
縄張り防衛行動

•将来の予測困難・回復不能な災難を事前
に防止する行動

•今は見えない危険や汚れを想定し防御
•責任回避，安全確認，洗浄

ルーティン行動のセンター
大脳基底核 鳥の羽むしり病，犬・猫の傷舐め病

強迫行為と脳，進化生物学

運動調節
認知機能
感情

動機づけ
学習
etc.

正常な情動と習慣が作る
異常なパターン
正常な情動“嫌”：不潔，後悔，“責任取れ”

大事なものを糞味噌一緒にする

儀式行動：単純，繰り返し可能ですぐできる行動

行動

儀式
する

直後
嫌

直前

嫌

行動

儀式
する

直前

嫌

行動

儀式
する

直後
嫌

直後

嫌

行動

儀式
する

スケジュール誘導性行動
Schedule Induced Behavior

定時間隔食餌強化スケジュール
(FI 90秒)の下でラットにレバーを
押させ間欠的に食餌錠を獲得せ
しめると，摂餌後その都度post-
pellet licking burstと呼ばれるは

げしい飲水を繰り返す
この間に

いろいろ他のこと
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食事 テレビ
仕事 スポーツ 彼女 家族

運動 学校 趣味
たむろする 強迫

仕事

食事 テレビ

強迫 スポーツ 彼女 家
族 運動 学校 強迫

趣味 たむろする

強迫 仕事

食事 テレビ

強迫 強迫 彼女 家
族 強迫 強迫 強迫

たむろする 強迫

強迫 強迫

強迫 強迫 強迫

強迫 強迫 強迫

強迫 強迫 強迫
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強迫行為

（儀式）

糞便で
感染症

子どもが病
気・死ぬ

きちんと
しなければ
・・・・

汚い・下層
レベルが嫌

迷惑か
ける

過失

無責任

縁起の悪
いことが
起こる

強迫観念

強迫スペクトラム障害
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身
体
表
現

性
障
害

解離性障害

摂食障害

分裂強迫障害チック障害神経疾患

自閉症
てんかん

等

衝動制御の障害

病的賭博，抜毛症
性的強迫，自傷行為，
窃盗癖，強迫買い

衝動性人格障害

反社会性
境界性人格障害

OCD

離人症性障害

トゥレット障害

汚れがついた

不安・恐怖

儀式

不潔恐怖症不潔恐怖症

自宅のモノの配置，自分の身体の動き，縁起
がよい行い等「いつもこの場所でこうする」
「親にこう言ってもらう」という決まりを作
って安心

服や持ち物が汚れた，汚れが取れて
ない，何か忘れた「納得いくまで行
う」というルールで安心

子どもが病気になる，他人に迷惑をかける
取り返しのうかないことを“しでかした”と
思い，後悔に苛まれる，が嫌 「ここまで責
任をとる」というルールを作って安心

ルール破り恐怖症ルール破り恐怖症

だらしなさ恐怖症だらしなさ恐怖症

責任恐怖症責任恐怖症
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汚れがついた

不安・恐怖

儀式

不潔恐怖症不潔恐怖症

徹底的に洗う，納得いくまでその行
為を繰り返す，間違ってないか何度
も確認する

ルール破り恐怖症ルール破り恐怖症

だらしなさ恐怖症だらしなさ恐怖症

責任恐怖症責任恐怖症

目に見える儀式目に見える儀式

悪いことは起きないと言い聞かせる悪いことは起きないと言い聞かせる
思い返す，頭のなかで確認する

目に見えない儀式目に見えない儀式

治療の選び方と対処の仕方
強迫観念と“嫌”は無くせない
儀式行動と回避は無くせる

薬物療法
観念と“嫌”のとげとげしさを半
分くらいにする

止めれば戻る

エクスポージャー
観念と“嫌”がどうでも良くなる
医者いらずになる

一時的に苦しい

乗り越えた後の目標が必要

できる
周りが儀式行動と回避を助け
ることは無くせる

薬物療法は手伝える

できない
エクスポージャーは手伝えない

知恵が必要
目標を手伝うには工夫が必要

強迫性障害・行動療法



原井の情報公開・ＯＣＤの会
名古屋ＯＣＤの会 月例会
第1回

4月24日 午後7時半～9時半

名古屋市立大学 新厚生会館

名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄１

最後に
28歳男性 文章の読み直し癖 学生時代のホラ話が

広まるのではないかと考え，周りに確認する

強迫観念：嫌なこと(昔の恥)を考えると，さまざまな将来の
災難が思い浮かぶ

儀式：正確に思い出す，災難が起こらない証拠を探す，周
りに大丈夫と言ってもらう

地元精神科受診 主訴「人が自分のうわさ話をしているの
ではないかと考え，苦しい。」

精神科医の診断：統合失調症です。行動療法禁止。

確認に対する治療
イメージエクスポージャー

最悪のシナリオをつくり，それに馴らす

最悪の歌

はらい はらい
嘘つきはらい
ほら吹きはらいは
口だけはらい

でまかせばかり
偽りばかり
だれも みんな
はらいは ダメよ


